
 
 
 

 

                      

仕事について調べるときに参考になるシリーズ 

 

・『なるには BOOKS』（ぺりかん社）…幅広い職種をカバーする職業ガイドシリーズ 

              （『農業者になるには』、『声優になるには』、『日本語教師になるには』など） 

・『医療・福祉の仕事見る知るシリーズ』（保育社）…医療と福祉に特化したシリーズ 

              （『理学療法士の一日』、『獣医師の一日』、『義肢装具士の一日』など） 

・『小説・マンガで見つける！ すてきな仕事』（学研教育出版）…小説やマンガを通して仕事を紹介するシリーズ。全 5 巻 

・『気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業 いまから知っておきたい働く人のルール』（汐文社） 

（アルバイトをする際の具体的なトラブルの事例を紹介しているシリーズ。全 3 巻） 

発行 堺市立美原図書館  令和5年3月 

「from ティーンズエリア TEENS AREA」とは 

ティーンズのみなさんと図書館を結ぶ年 4 回 

（3 月、6 月、9 月、12 月）発行の情報誌です☆ 

新刊書などからおすすめの本を紹介します。 

今回の特集は、「2022 年 分類別貸出 No.1」の 

発表です。 

令和 4 年度「ティーンズ POP ふぇすてぃばる」について 

「！」、「？」、「♪」の 3 テーマで応募いただいた POP を 

本とともに展示しました。（令和 4 年 11 月～令和 5 年 2 月） 

うれしいことに展示した資料は全て貸出されました☆ 

なんと 3 回以上、貸出された資料も！（担当者調べ） 

みなさん、本当にありがとうございました。 

仕事コーナー紹介！！ 

美原図書館のティーンズエリアでは、仕事に関する本を集めたコーナーがあります。 

今回は仕事コーナーにある新着本の中から、職員がおすすめする本を 2 冊紹介します！ 

みなさんは将来どんな仕事がしたいですか。したいこ
ともないし、まだ何も考えていない人も多いかもしれま
せん。そんな方は、まずこの本を手に取ってみません
か。著者の経歴をみると、なんとなく親しみを感じるかも
しれません。 
ＩＴエンジニアなんて無理だと思った人も読み進めて

いくと、私にもやれるかもしれないと感じるのではないで
しょうか。あなたの将来の職業の一つに、IT エンジニア
は“アリ”かも？ 

 

私たちは農畜産物を食べることで命をつないでいま
す。ですが、農業について知っていることは少ないので
はないでしょうか。たとえば「農家」の定義を知っていま
すか。それは、耕地面積が 10 アール以上または、販売
金額が年間１５万円以上あることです。 
本書には、試行錯誤を続けながら私たちの食を守り

続けてくれている農業者が登場し、その生き方を示して
くれています。農業に関心がある人だけでなく、多くの方
に読んでもらいたい一冊です。 

 

 

地方で稼ぐ!IT エンジニアのすすめ 

村岡 佑紀／著  

幻冬舎メディアコンサルティング 

農業者になるには 

大浦 佳代／著 ぺりかん社 

IT エンジニアになってみる？ 農業者を知ろう！ 



請求記号 書誌情報 著者名 出版者

007.3/ｼﾕｳ 18歳からはじめる情報法　第2版 米丸 恒治／編 法律文化社
021.4/ｶﾝﾀ 簡単!楽しい!はじめての同人活動ガイドブック (萌)表現探求サークル／著 ホビージャパン
104/ｲｲﾀ 不思議なテレポート・マシーンの話 飯田 隆／著 筑摩書房
159.7/ﾏﾂﾀ 13歳からの考える練習 マツダ ミヒロ／著 きずな出版
234/ﾎﾛｺ ホロコーストを生きぬいた6人の子どもたち キャス・シャックルトン／作・絵 合同出版
302/ﾅｲﾄ トルコから世界を見る 内藤 正典／著 筑摩書房
367/ｼﾓﾔ 女子サッカー選手です。そして、彼女がいます 下山田 志帆／[著] 偕成社
369/ﾐｽﾀ 私だけ年を取っているみたいだ。 水谷 緑／著 文藝春秋
400/ｶｶｸ 科学って何のためにあるの? DK社／編 東京書籍
482/ﾏｽﾀ はじめての動物地理学 増田 隆一／著 岩波書店
493.93/ｶﾄｳ マンガ脱・「不登校」　3 加藤 善一郎／著・マンガ原作 学びリンク
547.48/ﾍｲﾝ だから僕は大人になれない ぺいんと／著 KADOKAWA
610/ｺｲｽ いちばん大切な食べものの話 小泉 武夫／著 筑摩書房
610.1/ﾂｸﾙ つくると食べるをつなぐサイエンス 三本木 至宏／監修 恒星社厚生閣
769.9/ｷｼ ジュニアダンサーのためのバレエ食レッスン 岸 昌代／著 女子栄養大学出版部
778.77/ﾋｸｻ ピクサーアニメーション大全集 ディズニーファン編集部／編 講談社
816/ﾂﾑﾗ 苦手から始める作文教室 津村 記久子／著 筑摩書房
837.5/ﾃｲｽ ディズニーの英語　コレクション1~10  改訂版 石原 真弓／英文解説 KADOKAWA
908.3/ﾁｸﾏ ちくま小説入門  改訂版 紅野 謙介／編 筑摩書房
910/ﾐﾔｹ <萌えすぎて>絶対忘れない!妄想古文　 三宅 香帆／著 河出書房新社

B913.6/ｱﾏﾉ 十歳の最強魔導師　9 天乃 聖樹／[著] 主婦の友インフォス
913.6/ｴﾄｶ 人でなしの恋　　（乙女の本棚） 江戸川 乱歩／著 立東舎
913/ｷｻﾗ 給食アンサンブル　2 如月 かずさ／作 光村図書出版
913.6/ｻﾂｷ 余命365日の君へ 皐月 コハル／著 スターツ出版
B913.6/ｱｷﾔ 君と紡ぐソネット　 暁社 夕帆／[著] 講談社
B913.6/ｶﾜﾊ ソードアート・オンライン　27　 川原 礫／[著] KADOKAWA
B913.6/ｺﾀｲ トーラスの炎　　（ グイン・サーガ 148） 五代 ゆう／著 早川書房
913.6/ｼｲﾅ とあるおっさんのVRMMO活動記　26 椎名 ほわほわ／[著] アルファポリス
913/ｼﾕﾝ 春夏秋冬あやかし奇譚 千冬／著 河出書房新社
913.6/ｼﾝｺ 転生賢者の異世界ライフ　12 進行諸島／著 SBクリエイティブ
913.6/ﾀﾏﾙ 遅刻する食パン少女 田丸 雅智／著 光文社
913/ﾂｼ 鈴の音が聞こえる 辻 みゆき／著 講談社
913.6/ﾄｼﾓ N/A 年森 瑛／著 文藝春秋
B913.6/ﾆﾏﾙ 呪われて、純愛。　[1]　 二丸 修一／著 KADOKAWA
913/ﾋｶｼ カトリと眠れる石の街 東 曜太郎／著 講談社
913.6/ﾌｾ 転生したらスライムだった件　20 伏瀬／著 マイクロマガジン社
913.6/ﾏﾀﾖ その本は 又吉 直樹／著 ポプラ社
913/ﾏﾂﾓ 保健室経由、かねやま本館。　5 松素 めぐり／著 講談社
913.6/ﾐｶﾜ 安吾先輩は解読したい 三川 三／著 KADOKAWA
913.6/ﾖﾈｻ 栞と噓の季節 米澤 穂信／著 集英社
916/ｲﾊｼ ウクライナから来た少女ズラータ、16歳の日記 ズラータ・イヴァシコワ／文・絵 世界文化ブックス
916/ﾅｶﾀ 命のスケッチブック 中谷 加代子／語り 静山社

ティーンズエリア新着図書の一部　（2022年10月～2023年1月）

あなたの趣味や実用にお役立ち！　～趣味と実用書の新着本～

読んでみよう！　新着の読み物



 
2022 年 美原図書館ティーンズエリア分類別貸出 No.1 

2022年 1月～12月 集計 

 

マンガまるわかり 

著作権  

齋藤 理央／著  

新星出版社 

 

マンガでわかる高校生

からのお金の教科書 

小柳 順治／原作  

河出書房新社 

 

生まれたときから 

せつない動物図鑑 

ブルック・バーカー／著 

ダイヤモンド社 

 

日本の歴史  

別巻[2-2]   

KADOKAWA 

確実に上達する卓球 

西村 卓二／監修  

実業之日本社 

朝 10 分!中高生の 

ラクチン弁当 320 

食のスタジオ／著  

学研プラス 

 

古文単語キャラ図鑑 

岡本 梨奈／著    

新星出版社 

 

ザ☆単位のマンガ 

うえたに夫婦／著 

大和書房 

 

追放悪役令嬢、只今監視中!   

扇 つくも／著 

ツギクル／SB クリエイティブ 

（発売） 
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3類 4類 
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7類 
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本当の「頭のよさ」 

ってなんだろう?  

齋藤 孝／著  

誠文堂新光社 

 

１類 



  

ティーンズ担当より 

おすすめの本をご紹介します!!    

  
美原図書館のティーンズエリアには、中高生に人気の
小説や、部活、趣味の本、進路の本などを 6,000 冊以
上常設しています。本を読みたい、調べ物をしたいと
きはティーンズエリアを活用してください。探してい
る本が見つからないときは、カウンターの職員に気軽
に声をかけてくださいね。 

  

ティーンズエリア  

 火曜日～金曜日     １０：００～２０：００ 

土曜日・日曜日・祝日  １０：００～１８：００ 

堺市立美原図書館 TEL    ３６９－１１６６                   

 
 
 
 

 
図書館ＨＰ用 ＱＲコード

http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/index.html   
 

学園の魔王様と村人 A の事件簿 自分を好きになれない君へ 

織守 きょうや／著  KADOKAWA 野口 嘉則／著  小学館 

青春 × バディミステリー 生きづらさを感じているあなたへ 

アップステージ  

シャイなわたしが舞台に立つまで 
目を合わせるということ 

ダイアナ・ハーモン・アシャー／作  
武富 博子／訳    評論社 

モモコグミカンパニー／著 
KADOKAWA／角川文庫 

ミュージカルって楽しい！ BiSH の魅力満載☆ 

この作品は恥ずかしがり屋の女の子シーラが、学校行
事のミュージカルに参加するお話です。作中で描かれる
演目は、実際にブロードウェイでも公演され、多数の賞を
受賞した「ザ・ミュージック・マン」です。 

本作では、実際にミュージカルで使用される曲も多数
あるため、曲を聴きながら読んでみても面白いかもしれ
ません。オーディションから公演までを丁寧に描いてお
り、本番に向けて盛り上がっていく様子が楽しい作品で
す。 

主人公は探偵もののラノベを愛する高校生の山岸。
自称「村人A」 の彼は、ある日学園内で「魔王様」と恐れ
られている御崎が心理学と行動科学の視点から事件を
さらりと解決させたことに触発され、自ら助手を買って出
る。二人はあくまで「推理ごっこ」としながらも、身のまわ
りで次々起こる事件の謎をオタク的知識と鋭い観察眼で
見事に解き明かしていく。 

二人の掛け合いも楽しい学園青春ミステリー。最後に
明かされる意外な真実とは？ 

心理カウンセラーの著者は、職業柄たくさんの人の悩
みを聞いてきました。そこで、一つのことに気づきました。
人の悩みはさまざまなのに、丁寧に解きほぐしてみると、
「一つの根本的な原因に突き当たるケースが多い」と。 
それは、「自分を好きになれない」ということです。 
自分を好きになれないことによって、どのような悩みが

生じるのでしょうか。10 代の頃、自分を好きになれずに苦
しんだ著者が、自らの経験をもとに、そっと語りかけてくれ
ます。 

「楽器を持たないパンクバンド」という異名を持つアイド
ルグループ BiSH のメンバー、モモコグミカンパニー。 
数多くの楽曲で作詞を担当する彼女が、メンバーや楽

曲、ライブのことなど自身の胸の内を綴った一冊です。 
2023 年の 6 月で解散してしまう BiSH ですが、ファンの

方もそうでない方も是非手にとってみてください。 
美原図書館では BiSH の CD（「Carrots and Sticks」）を

所蔵しています。本作と合わせて聴いてみるのもおすす
めです。 
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